
平成２８年第３回瑞穂市議会定例会提出議案 

平成２８年９月２日 

【行政報告】 

平成２８年第２回岐阜県後期高齢者医療広域連合議会定例会について 

 

報告第３号 平成２７年度瑞穂市財政健全化判断比率の報告について 

 平成２７年度決算に基づき算定した実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将

来負担比率の財政健全化判断比率を報告するもの。 
 

報告第４号 平成２７年度瑞穂市下水道事業特別会計資金不足比率の報告について 

 平成２７年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

報告第５号 平成２７年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

 平成２７年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

報告第６号 平成２７年度瑞穂市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 平成２７年度決算に基づき算定した資金不足比率を報告するもの。 
 

 

 

【議案】 

 １．人事案件         １件 
 ２．条例改正         ４件 
 ３．決算の認定        ７件 
 ４．利益剰余金の処分     １件 
 ５．補正予算         ７件 
            合計 ２０件 
 

議案第５２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員１名が平成２８年１２月３１日に満了となることから、候補者として新たに１名の

者を推薦したいので、議会の意見を求めるもの。 
 

議案第５３号 瑞穂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第２５６号）の施行に伴い、市条

例の改正を行うもの。 
 

議案第５４号 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働省令第２３号）の施行に伴い、特別避難階段に係る規

制が合理化されたため、市条例の改正を行うもの。 
 

 



 

議案第５５号 瑞穂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 女性消防班の設置に伴い定数を増加するため、また消防団への入団資格を拡大するため、市条例

の改正を行うもの。 
 

議案第５６号 瑞穂市水防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 消防団員の定数増加に伴い水防団員を増員するため、市条例の改正を行うもの。 
 

議案第５７号 平成２７年度瑞穂市一般会計歳入歳出決算の認定について 

＜決算額＞  歳入       18,281,808,597 

       歳出       16,990,074,786  

       差引額       1,291,733,811 円 

     ＊ 継続費逓次繰越額     94,542,520 円 

     ＊ 繰越明許費繰越額    278,004,000 円 

     ＊ 事故繰越し繰越額              0 円 

       実質収支額       919,187,291 円 

 

議案第５８号 平成２７年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

＜決算額＞  歳入        6,016,201,565 

       歳出        5,619,455,500  

       差引額        396,746,065 円 

 

議案第５９号 平成２７年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

＜決算額＞  歳入          408,696,119 

       歳出          401,862,491  

       差引額          6,833,628 円 
 

議案第６０号 平成２７年度瑞穂市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

＜決算額＞  歳入          300,888,301 

       歳出          298,482,070  

       差引額          2,406,231 円 
 

議案第６１号 平成２７年度瑞穂市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

＜決算額＞  歳入          177,699,862 

       歳出          169,981,309  

       差引額          7,718,553 円 
 

 

 

 

 



 

議案第６２号 平成２７年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

＜決算額＞  歳入           51,030,888 

       歳出           49,374,125  

       差引額          1,656,763 円 
 

議案第６３号 平成２７年度瑞穂市水道事業会計決算の認定について 

＜決算額＞【収益的収入及び支出】 

      ＜収入＞水道事業収益 528,759,193 円 

      ＜支出＞水道事業費用 438,990,069 円 

     【資本的収入及び支出】 

      ＜収入＞資本的収入   72,246,880 円 

      ＜支出＞資本的支出  370,434,360 円 

 

議案第６４号 平成２７年度瑞穂市水道事業会計剰余金の処分について 

 減債積立金７，０００千円、建設改良積立金６５，０００千円を積み立てるもの。 

 

議案第６５号 平成２８年度瑞穂市一般会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ６３７，８４８千円を追加し、歳入歳出予算総額を１７，５４３，６７１千円

とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 株式等譲渡所得割交付金  12,000  ＜歳出＞ 総務費     281,707 

     地方特例交付金       3,773       民生費      26,785 

     地方交付税        139,581       衛生費      8,659 

     分担金及び負担金      3,950       農林水産業費    334 

     使用料及び手数料       609       商工費       280 

     国庫支出金       △57,385       土木費     353,121 

     県支出金         11,912       消防費      7,314 

     財産収入         13,654       教育費    △226,948 

     寄附金           2,000       公債費     186,596 

     繰入金          71,063       合計      637,848 

     繰越金          669,187 

     諸収入           2,504 

     市債          △235,000 

     合計           637,848 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第６６号 平成２８年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 歳入歳出それぞれ６６，４５１千円を追加し、歳入歳出予算総額を６，１２８，１９０千円とす

るもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 国民健康保険税  △39,492  ＜歳出＞ 保険給付費         0 

     療養給付費交付金 △12,100       後期高齢者支援金等    398 

     前期高齢者交付金 △29,843       前期高齢者納付金等    136 

     共同事業交付金  △93,086       介護納付金     △18,756 

     繰入金      △55,773       共同事業拠出金       0 

     繰越金       296,745       基金積立金      55,773 

     合計        66,451       諸支出金       28,900 

                         合計         66,451 
 

議案第６７号 平成２８年度瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入歳出それぞれ７，８９５千円を追加し、歳入歳出予算総額を４５１，８２８千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰越金 6,832  ＜歳出＞ 後期高齢者医療広域連合納付金 6,832 

     諸収入 1,063       諸支出金           1,063 

     合計  7,895       合計             7,895 

 

議案第６８号 平成２８年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入歳出それぞれ２，４０５千円を追加し、歳入歳出予算総額を３０３，２９９千円とするもの。 

  主な内容 
＜歳入＞ 繰越金 2,405  ＜歳出＞ 給食事業費 2,405 

     合計  2,405       合計    2,405 
 

議案第６９号 平成２８年度瑞穂市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入歳出それぞれ２，５２０千円を追加し、歳入歳出予算総額を３７０，８１６千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰入金 △2,198  ＜歳出＞ 総務費 2,520 

     繰越金  4,718       合計  2,520 

     合計   2,520 
 

議案第７０号 平成２８年度瑞穂市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 歳入歳出それぞれ７０５千円を追加し、歳入歳出予算総額を２６，９４３千円とするもの。 

  主な内容 

＜歳入＞ 繰入金  49  ＜歳出＞ 農林水産業費 705 

     繰越金 656       合計     705 

     合計  705 
 

議案第７１号 平成２８年度瑞穂市水道事業会計補正予算（第１号） 

 収益的支出の予定額を８０千円減額し、総額を４５２，８８４千円とするもの。 
 


